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榎小学校３年　橘田芽依
きった め い

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　日本一大きい古墳や、大仙公園、大
浜公園といった大きな公園もたくさん
あってたのしいです。

サカエル＆みそさかいが、堺区の話題のスポットを
動画で紹介しています。

写真はすべて昨年のものになります

問 堺市中心市街地活性化協議会事務局（堺まちづくり（株）内
　 ☎275-6630　℻275-6693）

詳しくは、広報さかい8ページへ。

冬の訪れを告げる フェニーチェ堺
期間 1月8日(日)まで
場所 堺区翁橋町2丁-1-1
問 フェニーチェ堺(☎223-1000 ℻223-1005)

アゴーラ・ポルタスツリー

イオンモール堺鉄砲町 イルミネーション
期間 12月25日(日)まで
場所 堺区鉄砲町1 南海線七道駅下車すぐ
問 イオンモール堺鉄砲町(☎221-0005)

堺環濠Night Walk
期間 1月15日(日)まで
場所 内川・土居川河川敷(堺区櫛屋町西1付近)
問 堺観光コンベンション協会(☎233-5258)

開催日 12月5・12・19・26日
場所 Minaさかい 堺市役所前（堺区南瓦町3-1）
時間 17～19時（雨天中止）
登場時は、グッズ販売を行います♪
サカエル達の登場時間は短くなることがあります。

光り
輝く街へ

　出かけよう♪

堺市役所

サカエルTV（堺区公式YouTube）堺区フォトコンテスト 
テーマ｢お気に入り～sakaiku like～｣ イルミネーションの

動画も公開予定♪

動画は、
こちらから→

堺区内のお気に入りの場所や風景、一品な
どの写真を募集しています。
詳しくは右記のQRコードから。
応募期間 12月31日（土）まで

期間 12月25日(日)まで 終日点灯
場所 ホテル・アゴーラ リージェンシー大阪堺
　　 ポルタス広場(堺区戎島町4丁-45-1)
問  同ホテル(☎224-1121　℻224-1120)

堺イルミネーション2022
12月1日～1月15日 17～23時30分

堺区公式インスタグラム

サカエル＆
みそさかいが

イルミにやってくる♪
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11月1日～12月15日までの堺区公式インスタグラム 
「@sakaiku_official」と堺区公式ツイッター「@sakaeru_

sakai」の記事中のキーワードと堺区公式チャンネル「サカ
エルTV」からのクイズに答えて、オリジナルグッ
ズをGET。詳しくは、市 HP （QRコード）参照
応募期間 12月31日（土）まで

堺シティオペラによる特別公演『堺シティオペラからの贈り物～愛の妙
薬ってワインの効き目？～』を開催します。曲目はオペラ「愛の妙薬」より。
日時  12月9日(金) 12時10分から
場所 市役所高層館21階 展望ロビー
定員  先着40人。11時から会場で整理券を配布します。
詳しくは、市 HP （QRコード）参照

日時  12月22～26日 10～16時45分
場所  イオンモール堺鉄砲町（堺区鉄砲町1） 

2階イオンスタイル前ブリッジ
申込、持ち物、対象者など詳しくは、 問  か市 HP （QRコード）参照

歳末火災予防運動にあわせ、幼年消防クラブ員
が、火災のないまちを願って描いた作品の展示を
行います。
開催期間 12月13～25日
場所 市役所高層館1階ロビー

3月11・12日にフェニーチェ堺で開催する「第23回堺区民文化祭」の出演
サークル・展示作品を募集します。申込多数の場合は、抽選になります。
応募方法 堺区の市施設にある応募用紙（市 HP からもダウンロード可）、
はがき、FAX、電子メールで堺区ふれあい事業実行委員会事務局へ。

高齢期を健やかに過ごすために必要な知識と高齢の方の自立をめざした
介護の知識と技術を講習で習得しましょう。
日時   1月18・26日、2月9・16・28日 13時30分～16時 

※1月18日(水)、2月28日(火)は16時30分まで
場所 市役所本館3階会議室　対象 堺区在住の方　
要申込  12月19日（月）必着。はがき、FAX、
メールに住所、氏名(ふりがな)、電話番号、

「健康生活支援講習受講希望」を書き、日赤
堺区事務局 へ

12月は「大阪府献血推進」月間です。
16～69歳の健康な方は、献血にご協力くだ
さい。65歳以上の方は、60歳以降に献血経
験のある方に限ります。
日時   12月8日(木) 10～16時
場所 市役所前市民交流広場
※新型コロナウイルス感染症の安全対策を実施しています。
※コロナワクチン接種後、48時間経過すれば、献血が可能です。

堺区の相談　　無料　12：00～12：45と祝休日は休み
  ＝電話相談可　　どの区でも  ＝他区でも相談可

※中止・延期など変更の場合があります。

他区も含めた
日程はこちら

教育相談 
（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）

月～金　9：00～17：00
堺区役所企画総務課   　専用☎228-0292　℻228-7844

児童相談 
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月～金　9：00～17：30

堺区役所子育て支援課　☎228-7023　℻222-4801
※1  母子・父子自立支援員による相談は、月・火・木・金曜日

の9：00～16：00
※2  女性相談員は不在の場合がありますので、事前にご確

認ください。

市民相談・人権相談   どの区でも
（日常生活での問題や人権の問題など）

月～金　9：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

ひとり親相談 ※1 

行政相談   どの区でも
（国の行政全般についての苦情、要望など）

12/8　14：00～16：00　 場所  堺区役所企画総務課
問 市政情報課　☎228-7475　℻228-7444

女性相談 ※2 
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

人権擁護委員による人権相談
   どの区でも

12/1、1/5　14：00～16：00　 場所  堺区役所企画総務課
問 人権企画調整課　☎228-7159　℻228-8070

子育て相談 
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

行政書士による相談
 要予約   どの区でも

12/20　10：00～12：00　予約は12/14　9：00から先着4人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

労働相談 どの区でも
（解雇・賃金に関するトラブルなど）

雇用推進課で実施　11ページ

交通事故相談 月・火・木・金　10：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

就労相談 どの区でも
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

ジョブシップさかいで実施　11ページ

登記・測量相談 要予約 第2水　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

生活・仕事相談   どの区でも
（くらしや仕事での困りごとなど）

すてっぷ・堺で実施　11ページ

法律相談 　　　  　　　　　　25分以内

場所  区役所企画総務課（南区役所は総務課）
時間  13：00～16：00（美原区は15：00まで）
予約  9：00から先着各6人（美原区は4人）
※祝休日は直前の執務日〈相談は区ごとに年度内1回限り〉

区 堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区
相談日 月・水・金 火・木 水・金 金・火 月・水 木・月 木

予約開始日※ 相談日の前日 直前の月 直前の火 直前の木 直前の金 直前の水 直前の月
問合先 ☎228-7403 ☎270-8181 ☎287-8100 ☎275-1901 ☎290-1800 ☎258-6706 ☎363-9311

要予約 どの区でも

第23回堺区民文化祭　出演サークル・展示作品を募集
問  堺区ふれあい事業実行委員会事務局（堺区役所自治推進課内）　☎228-7082　℻228-7844

赤十字健康生活支援講習会
問  日赤堺区事務局（堺区役所 自治推進課内）　☎228-7082　℻228-7844

冬は血液が不足します。献血にご協力を！
問  堺区役所　自治推進課　☎228-7082　℻228-7844 幼年消防クラブ防災絵画展

問  堺消防署　予防課　☎228-0119　℻228-4087

VIEW21コンサート　特別公演
問  文化課　☎228-7143　℻228-8174

堺区公式インスタグラム フォロワー1500人突破記念イベント開催
問  堺区役所　企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

マイナンバーカード出張申請受付を実施します！
問  堺市マイナンバーカード普及促進センター　☎072-600-0181　℻275-5766

＜出演の部（3月12日のみ）＞
場所  フェニーチェ堺 大スタジオ

（収容人数100席程度）
内容  洋楽、邦楽、洋舞、邦舞、

謡曲、詩吟など（カラオケ
は不可）

応募締切 12月16日(金)必着

＜展示の部＞
場所  フェニーチェ堺  

交流・創作ガレリア
募集作品  絵画、写真、彫刻、書

道、工芸、手芸 
(※1人1点限り)

応募締切  1月13日(金)必着  
応募資格や展示規
定などは応募用紙を
参照

献血のマスコットキャラクター
けんけつちゃん

対象  初めてスマホを利用する方、操作方法に不安がある方 
当日はスマホを貸出します。(ご自身のスマホはご利用できません)

日時  1月12・17・19日 10～12時15分
会場 市役所本館3階会議室　定員 各10人
要申込  12月5～9日に、氏名、電話番号、希望日を電話で 問  へ 

申込多数の場合は抽選を行い、受講が決定した方には12月16日
(金)までに電話で案内
日程 内容

①1月12日(木) ネット・音声検索、写真・動画撮影など
②1月17日(火) 写真・動画撮影、Googleマップを使った地図の見かたなど
③1月19日(木) Googleマップを使った地図の見かた、ネット・音声検索など

・無料駐車券・駐輪券の発行は行いません。公共交通機関をご利用ください。
・個人情報は共催のMXモバイリングに共有します。

スマホ教室のお知らせ
問  ICTイノベーション推進室　☎228-7264　℻228-7848

イベントは、中止・延期など変更の場合があります。
最新情報は市 HP か問合せ先へご確認ください。

※写真は前回の区民文化祭
　（会場は異なります）
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ブックフェア 読書会 くるみひろば おはなし会 えほんのもり

子ども向け 一般向け 子どもの本だいすき
「空」の会

堺市図書館 
友の会 乳幼児向け 子ども向け 2・3歳児向け

中央図書館 場所：1階こども室
「12月は忙しい」

場所：2階閲覧室
「おもしろBOOKS探偵帖」

15日 
10:15～12:00

テーマ：この一年で心に残っ
た子どもの本

23日
10:30～12:00

和田竜著
「村上海賊の娘」

場所：1階集会室
17日

11:00～11:20
（7日10時から受付）

場所：1階集会室
時間：15:00～15:30

3日（申込受付中）
17日（7日10時から受付）

1月7日（21日10時から受付）

場所：1階集会室
24日

11:00～11:20
（14日10時から受付）

堺市駅前分館 「本でつながる世界」 「堺と大阪の建物めぐり」 ※ブックフェアでは、月ごとにテーマに沿った本の展示・紹介をします。
※くるみひろば、えほんのもり、おはなし会は、新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止する場合があります。

「賞味期限までに食べられそうにない」「たくさんもらったので、おすそわ
けしたい」食品をお持ちください。
また、フードドライブにご協力いただける企業法人を募集しています。
日時  12月11日(日) 11～16時
場所 さかい利晶の杜
(堺区宿院町西2丁1-1)
受付ができる食品など詳しく
は、 問  かミナクルサカイク（☎︎
245-2531）または、堺市社
会福祉協議会 HP 

（ Q Rコード）をご
確認ください。

地域のみなさんの食生活やお口の健康をサポートする栄養士・歯科衛生
士のボランティアの会「歯っぴー栄養クラブ」の会員を募集しています。活
動内容は地域の子育てサークル・老人クラブなどでの食生活や歯磨き指
導、各種イベントでの相談などを行っています。
活動に興味のある方はご連絡のうえ、お気軽にお越しく
ださい。
詳しくは、市 HP （QRコード）参照

リズムにのってハワイアンリトミックを楽しみませんか。
日時  12月20日(火) 10～11時30分　場所 市役所本館地下1階
講師 ハワイアンリトミック・フラ講師 山本 類さん
対象 堺区在住の1歳6ヵ月～3歳未満の子とその保護者
定員 先着10組
申込  12月5～14日に市 HP （QRコード）から受付

食べられるもの、遊び食べ、偏食など、この時期ならではのお悩みや楽し
い食事時間について、栄養士さんとお話しませんか。
日時  12月21日(水) 10～11時30分　
対象 堺区在住の１～1歳半の子とその保護者
定員 先着8組
申込 12月6～16日に市 HP （QRコード）から受付

子育て支援課通信 問 ☎︎228-7023・222-4800　FAX222-4801

子育てCaféオンライン【1歳からのおうちごはん】音楽とあそぼう♪ハワイアンリトミック

■移動図書館　
日時  12月11・25日 10時20分～11時
場所  府営戎島住宅内集会所（堺区戎島町1丁）前
交通事情により遅れることがあります。なお、堺区以外
は中央図書館へお問い合わせください。　

■ミニブックフェア 科学道 100冊
理科学研究所と編集工房研究所によるプロジェクト「科学道 100冊 
2022」と「科学道 100冊 ジュニア」の展示・貸出を行います。
日程  12月1～25日　
場所  中央図書館（堺区大仙中町18-1）

市では、離乳食の進め方や仕上げみがきのポイントについての動画を配
信しています。これから離乳食や歯みがきをはじめる方はぜひ参考にして
ください。

堺保健センター通信 問 ☎︎238-0123　FAX227-1593

栄養士・歯科衛生士の資格をお持ちの方へ
歯っぴー栄養クラブ会員募集！

子育て応援動画を配信中

妊婦教室
〈予約制〉無料

パパも参加可

離乳食講習会
〈予約制〉無料

生後６ヵ月未満の子ども
４ヵ月健診時にも予約可

子どもの歯相談室
〈予約制〉無料（オンライン申込可）

1歳6カ月～3歳11カ月は
フッ素塗布あり（1回限り）

成人の歯科相談
〈予約制〉無料（オンライン申込可）

成人・妊婦の方を対象に歯科
検診・相談　親子で歯科相談可

生活習慣病予防相談
食生活相談

〈予約制〉無料
保健師・管理栄養士等

による相談

検査・相談　
検査（HIV・梅毒・クラミジアの
セット、風しん、肝炎）

〈予約不要〉無料 エイズ相談
診断書発行不可

精神保健福祉相談
〈予約制〉無料

こころの病気・アルコール問題
などで悩む方や家族の相談

妊娠中に2回
22日

11:00～11:40
13:30～14:10

13・14日
9:30～11:00

14・23日
13:30～15:30

7日
9:30～11:00

7日
9:30～11:00

6・8・16日
14:00～16:00

22日
9:15～11:15

上表以外にも健診、相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

堺市ホームページ
「歯っぴー栄養クラブ」

堺区の子ども食堂を応援する「フードドライブ」にご協力ください！
問  堺市社会福祉協議会　堺区事務所　☎︎226-2987　FAX226-1952

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、高齢の方の介護予防と
自立した日常生活の支援を目的とした事業です。
要支援1・2、基本チェックリストによる判定に該当した方(事業対象者)が
対象となります。利用については、地域包括支援センター(区版1ページ参
照)へご相談ください。

総合事業についてご存じですか
問  堺基幹型包括支援センター　☎︎228-7052　FAX228-7058

①短期集中通所サービス（体力づくり）　
②担い手登録型訪問介護（家事のサポート）
③担い手登録型通所介護（交流の場）

【自己負担のめやす】
①（300円／回）、②③（200円／回）
　※一部、事業の運営体制については変更している部分があります。

離乳初期
（１回食）

離乳後期
（３回食）

仕上げみがきの
ポイント

中央図書館　堺区大仙中町18-1　☎︎244-3811　FAX244-3321　
堺市駅前分館　堺区田出井町1-1-300　☎︎222-0140　FAX222-0158
図書館カウンター堺東　堺東駅前ジョルノ2階　☎︎232-1011図書館通信 堺市立図書館

ホームページ

■開館時間　中央図書館・堺市駅前分館　火～金曜日：10～20時、土・日・祝休日：10～18時　※休館日：12月5・6・12・19・26日～1月4日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：12月1・15・26日～1月5日
　　　　　　12月26日～1月4日まで、年末年始・図書館システム機器入替のため休館いたします。
　　　　　　堺市駅前分館の返却ポストは、12月28日 17時～1月4日 9時ご利用いただけません。
　　　　　　図書館カウンター堺東の返却ポストは、年末年始もご利用いただけます。


